
２００９　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター ２００９．１１．３０（MON）～１２．５（SAT）

男子ダブルス本戦
Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 1st Round 2nd Round Quarterfinals Semifinals Final

48 25 (1) 小山 裕史 ＴＴＣ  小山 裕史

23 森 智広 テニスカレッジやよい台 森 智広

 小山 裕史
森 智広

1554 358 神谷 涼太 フミヤエ－ス市川ＴＡ  松本 賢 63,64

1196 高野 健一 フミヤエ－ス市川ＴＡ 國盛 充知人

666 390 松本 賢 慶應義塾大学 64,63  小山 裕史

276 國盛 充知人 慶應義塾大学  森 智広

539 345 古舘 拓也 ＳＯＬ Ｔ．Ｃｏ  入谷 涼太 60,60

194 新井 良太 Ｗｉｌｌ　Ｓｐｏｒｔｓ 永田 修一

入谷 涼太 ＭＩＴＣ 64,26,63  遠藤 賢

永田 修一 フリー 片谷 祥吾

1134 792 遠藤 賢 中央大学  遠藤 賢 61,64

342 片谷 祥吾 中央大学 片谷 祥吾

397 255 (8) 飯島 健太 ユニバーサルＴＡ 64,64  小山 裕史

142 佐藤 友則 テニスユニバース 森 智広

159 94 (3) 小畑 秀敏 フミヤエース市川ＴＡ  小畑 秀敏 63,61

65 野邊地 隼人　　　ＳＤＴＣ 野邊地 隼人

 小畑 秀敏
野邊地 隼人

1048 488 三井 航 チームＺＩＰ  穐山 延将 26,63,64

560 田之上 晴樹 日本工学院八王子専門学校 車田 暁

2014 559 穐山 延将 ルネサンス水戸 64,75  湯原 雅人

1455 車田 暁 千葉大学  大城 光

3152 1576 橋場 涼 サムライテニス  湯原 雅人 10,RET

1576 菅野 孝之 武蔵野テニスシティー 大城 光

179 179 湯原 雅人 Ｆテニス 75,61  湯原 雅人

大城 光 秀明英光高校 大城 光

1386 993 後藤 晶 荏原ＳＳＣ  後藤 晶 62,63

393 栗原 涼 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 栗原 涼

298 106 (6) 根本 修宏 ヤナギ 75,36,64  比嘉 明人

192 樋口 裕 ＢＬＡＣＫ　ＳＯＸ Winner: 松尾 友貴
252 131 (5) 永沼 和也 荏原ＳＳＣ  永沼 和也 63,76(3)

121 中山 賢太 マサスポーツシステム 中山 賢太

 土居 諒太
前澤 成享

749 244 土居 諒太 亜細亜大学  土居 諒太 60,61

505 前澤 成享 亜細亜大学 前澤 成享

633 413 関口 勇太 国立ＩＴＳ 60,62  土居 諒太

220 二本松 翔 明治大学  前澤 成享

1193 1193 塩田 裕司 慶應義塾大学  塩田 裕司 6476(5)

志賀 正人 秀明八千代高校 志賀 正人

山口 雅士 日本工学院 60,60  塩田 裕司

永井 善丈 日本工学院 志賀 正人

 鈴木 翔 63,62
角田 祐弥

218 111 (4) 鈴木 翔 荏原ＳＳＣ  比嘉 明人

107 角田 祐弥 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 松尾 友貴

300 130 (7) 八角 慧次郎 上武大学  八角 慧次郎 61,60

170 高橋 隼 ミヤムラテニスセンター 高橋 隼

806 391 伊藤 綜汰 マリーン庭球倶楽部 62,46,62  八角 慧次郎

415 堀上 大地 ＳＯＬ Ｔ．Ｃｏ 高橋 隼

597 武藤 哲哉 ＹＭＣＡ　ＴＳ  武藤 哲哉 61,63

597 海野 慎吾 ＹＭＣＡ　ＴＳ 海野 慎吾

1917 1193 森嶋 修 亜細亜大学 63,76(9)  比嘉 明人

724 長久保 勇太 亜細亜大学  松尾 友貴

1087 444 小林 正幸 ＡＬＷＡＹＳ  大野 貴央 63,61

643 佐藤 将朗 Ｔｅａｍ１０４ 福本 龍馬

941 253 大野 貴央 中央大学 64,61  比嘉 明人

688 福本 龍馬 中央大学 松尾 友貴

 比嘉 明人 60,61
松尾 友貴

86 16 (2) 比嘉 明人 テニスユニバース

70 松尾 友貴 Ｆテニス

選手立会人：長久保 勇太
(1)～(8)：シード順位 　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手

(Q)：予選勝者 　　　　　(LL)：予選敗者繰り上がり（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ） 小山 裕史
(AL)：補欠（ｱﾙﾀﾈｲﾄ）

WO：対戦相手の欠場による不戦勝 　　　　　RET：相手プレイヤーの途中棄権 レフェリー： 有坂 正
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